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2019～2020 年度大阪難波ロータリークラブ会長退任挨拶 

                 会長 西野文秀 
 

2019～2020年度Ｒ１会長マークダニエルマローニーのスローガン“ロータリーは世界

をつなぐ” 
2660地区ガバナー四宮孝郎氏のスローガン“Stand By You あなたと共に” 
私のスローガン“全体野球”でR1会長・2660地区ガバナーのスローガンと共に今期が始まりました。 

初に７月１１日 会長・幹事慰労会 岡西直前会長・久保直前幹事 (551パンチャンに於いて) 夏元会

長・米澤友好委員長 33名の参加。初めての行事でしたので、緊張していて夏元会長の段取りの仕切りで大変

助かった事が思い出されます。 
８月８日 新入会員歓迎会 岡本会員・池側会員 (太成閣に於いて) 米澤友好委員長・段会員と27名の参加。

岡本会員が少し遅れられたのでどうしようという気持ちが思い出されます。 
９月２８日 第31回ガバナー杯 軟式野球大会 

 
 
 
 
 
 
 

自分でもやってみたかったですが、足をつっていた会員を目のあたりにして、絶対無理と考えました。 
１勝1敗２引き分け。昨年との変わり様にビックリです。 
１０月１３日 OSAKAキッズダンス・スマイルフェスティバル2019  千田元会長・右田青少年奉仕委員長 
大型台風の影響で１日の開催となりましたが、友好委員会の協力のもと、青少年奉仕活動の一環として23名の

参加があり、キッズダンス・よさこい大阪大会の優秀クラブに大阪難波R.C.賞として各２万円を贈呈いたしま

した。この日の為に一生懸命に練習をしてきた様子が手に取るようにわかりました。 
１０月２７日 秋の家族会 in USJ 米澤友好委員長・清水会員。今思えば今期一番の行事だったことと思い

ます。総勢136名の参加をいただきました。初めての試みでユニバーサルパーティーザサウンドショーを開催

し、ご家族・お知り合いの方々に喜んでいただけたと思っております。この行事でペンライトを振って踊ったこ

とも初めてでした。初めての試みで予算は思っているよりかかりましたが米澤友好委員長・清水会員の力で、わ

りとうまくいったと思いました。お子さんたちも喜んでいただき、又歌が昔のディスコ曲だったので会員の奥様

方も喜ばれたと思います。それと、計画は大切な事だなと思いました。 
１１月７日 ガバナー公式訪問 定例理事会。四宮ガバナーを迎えて、変わってはいけないロータリー、変わら

なければいけないロータリーについて、いろいろな話をしましたがR1と個々のクラブとの間でやられているの

を聞き、立場立場で考え方が変わるんだなと記憶しております。本当にいい経験でした。 
１１月１７日 みかん狩り 米澤友好委員長・北田元会長。大人４４名 子供１１人  計５５名の参加 
北田元会長のご厚意により、みかん狩りを開催し神通温泉でのぼたん鍋を囲んだ食事会と温泉に入ってゆっくり

楽しみました。北田元会長からのお土産もいただきありがとうございました。事前準備の大変さを教えられ、頑

張って朝食弁当を職業がら徹夜で作ったのも覚えています。 
１１月２３日 高津小学校子ども文楽学習発表会 中川静夫社会奉仕委員長・右田青少年奉仕委員長・谷口元会

長・千田元会長ご参加いただきました。 
子供たちが一生懸命演じる伝統芸能を目のあたりにして古来からの伝統を守ることは、必要性はあると考えま

す。又、他にいろいろな伝統芸への奉仕もありではと考えます。 
１２月３日 友好ゴルフコンペ。伏尾ゴルフにて初めてのコンペを行い１１名の参加にて無事に皆様良いスコア

でよかったです。 
１１月２日～１１月４日 ライラ。秋のライラではサントリー箕面トレーニングセンターで右田青少年奉仕委員

長・三島会員の参加ありがとうございました。 
１２月１０日 台風による災害ボランティア。台風19号で被害の大きかった長野市千曲川沿いの地域への災害

ボランティアに行きました。大地元会長・川口会員・福田会員・清水会員・中川博之会員・田端さん（味楽にし

のスタッフ）の参加ご苦労様でした。 
１２月１４日 大阪府肢体不自由者協会クリスマス会。慰問で和太鼓部7名のメンバーが熱演いたしました。

山田元会長よりお菓子を多数寄贈され、谷口元会長よりぬいぐるみ人形を、参加者全員に配り喜んでいただきま

した。ありがとうございました。 

9/28    vs大阪心斎橋R.C. 3：3 
10/6 vs 大阪帝塚山R.C. 6：4 
10/12 vs吹田西R.C. 中止 
10/14 vs大阪中之島R.C. 6：9 
10/19 vs大阪西R.C. 中止 
10/20 vs大阪御堂筋本町R.C. 7：7 



１２月１３～１４日 地区大会。大阪国際会議場にて、大阪西南R.C.のホストで開催されました。 
１日目 フレッシュロータリアン昼食会では、三島会員・中川博之会員の出席ありがとうございました。 
２日目 本会議では、四宮ガバナーより、わがクラブの和太鼓部の奉仕活動やフィリピンの小学校への物品寄贈

の奉仕活動がスクリーンにて紹介されました。自分の顔が映ったときは少し恥ずかしかったです。 
１２月２６日 クリスマス家族会。会員・ご家族・ゲストの方々など、総勢１０６名が参加いただきありがとう

ございました。和太鼓部の演奏から始まり、松田会員の司会進行のもと山口ひとみ様・村尾あけみ様による素敵

なソプラノ歌唱。次いで、関西コレクションエンターテイメント所属のモデル・ダンサーによるファッションシ

ョー・ものまね芸人のタケノコさんと会場を盛り上げていただき、友好委員の皆様ありがとうございました。タ

コ焼きや綿菓子の屋台では、千田元会長・熊谷様・井野様ありがとうございました。早栗会員のチョコレートタ

ワーも素敵でした。多くの会員からのワインやウイスキーなどの差し入れもありがとうございました。おかげで

無事に終えることができました。 
２０２０年１月１０日 和太鼓部。大阪拘置所で西川きよし師匠司会のもと、大阪難波R.C.の和太鼓部が演奏

され、とても感謝されました。和太鼓部の活動の広さに驚きです。 
１月２３日 職業奉仕委員会クラブフォーラム。池田市にある安藤百福発明記念館(ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ)へ２３名

参加いただきありがとうございました。ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙ・ﾁｷﾝﾗｰﾒﾝなど開発された、日清食品の創業者である安藤百福

様の開発にかける思いや、製法と改革の歴史の説明を聞き、又当時の研究所の小屋も再現されていました。オリ

ジナルのカップヌードルも作ることもでき楽しい時間でした。そのあと、ニューミュンヘンで上杉会員の計らい

でバズセッションを行い、懇親会を開き理解を深めることができました。夏元会長・滋野職業奉仕委員長ご苦労

様でした。 
このフォーラムが 後で大阪難波R.C.も新型コロナウイルスのため奉仕活動の行事が中止になり、例会も休会

になってしまいました。地区の行事もほとんどが中止になり、１４年で初めての経験をいたしました。初めてと

はいえ会長職としての私の力のなさを痛感した次第です。今思えば地区とのメールのやり取りや他クラブのロー

タリーの奉仕活動など、会長報告として、皆様にFAXなどで随時お知らせすることぐらいはしないといけなか

ったのですが、そんな大事なこともせず誠にすみませんでした。反省でいっぱいです。 
① クラブ奉仕委員会 

・クラブ奉仕委員会  石川委員長 
副会長としての役職ありがとうございました。ご苦労様でした。 

・出席プログラム委員会 林委員長 
卓話の日程調整、特別月間テーマでのプログラムの調整。100％出席を目指していただいた努力ありが

とうございます。 
・クラブ会報・雑誌委員会 森委員長 

毎回の週報の写真などわかりやすく掲載していただき又ロータリーの友の紹介を通じてのロータリー活

動ありがとうございます。 
・広報・ホームページ委員会 伊藤委員長 

数少ない会員(人数)で、大変な運営だったと思いますが、随時更新ありがとうございました。マイロー

タリー登録にもご尽力ありがとうございました。。 
② クラブ組織委員会 

・会員増強委員会 松浦委員長 
純増３名を目標で２名の退会があり１名増でしたがメンター制度新入会員のサポートの気遣い・退会防

止につとめていただきありがとうございました。 
・会員選考・職業分類委員会 夏委員長 

会員選考では面接も行い慎重に検討していただき、又職業分類については地区との広きもありますが大

変ご協力ありがとうございました。 
・情報・規定委員会 西原委員長 

RIの規定の変化も激しく、それに沿っていくのが今年は特に大変だったと思います。大阪難波R.C.の
細則のありかたが大事ではないかと考えます。 

③ 会場監督  清水SAA 
 SAAでありながら受付にも立たれご苦労様でした。携帯電話使用の事・２か月に１回の席替え・月１回

のストレッチ、円滑な例会の進行ありがとうございました。 
④ 職業奉仕委員会 滋野委員長 

 日清食品へのクラブフォーラムありがとうございました。 
⑤ 社会奉仕委員会 

・社会奉仕委員会 中川静夫委員長 
献血に関しては新型コロナウイルスの影響で大変でしたね。高津小学校子ども文楽への協力。四天王寺

悲田院は中止になりましたが、和太鼓のクラブ活動の大きさは感謝いたします。 



  
・青少年奉仕委員会 右田委員長 

キッズダンス・よさこい、USJの友好との合同行事、秋のライラ 
ご尽力ありがとうございました。１年間お酒も控えていただきありがとうございました。 

⑥ 国際奉仕委員会 
・国際奉仕・国際青少年交換委員会 松田委員長 

三姉妹は中止となりましたが、フィリピン・セブ島の奉仕活動ありがとうございました。福田会員のご

協力もありがとうございました。 
・国際交流三姉妹委員会 北田委員長 

準備を完璧にしていただいてましたのに中止になり残念に思います。引き続き松田会員へ受け継いでい

ただき、ご協力もお願い致します。 
・米山奨学会委員会 福田委員長 

孫 舒凡君のカウンセラー１年間ご苦労様でした。会員との橋渡しご苦労様でした。米山月間の卓話も

ありがとうございました。 
・ロータリー財団委員会 森田委員長 

３名の特別寄付ご尽力ありがとうございました。地区補助金に関しても中川静夫会員への引継ぎお願い

致します。 
⑦ クラブ活性化委員会 大地委員長 

 名前も変わりRIの数々の大きな変革に臨んでいただきありがとうございました。 
⑧ クラブ研究委員会 川口委員長 

 ロータリーを知りましょう会も、月間回数はできませんでしたが来期の会長職に期待しております。 
 

奉仕の若きパートナーのローターアクトの事ですがロータリーの成長にいろいろ影響があると思います。大

事なことはやはり会員増強です。これまでと同じようには、もはや無理な時代に入って来てると思います。

退会者が出た分だけ新しい会員を入れる方法は解決にはなりません。それでは“穴の開いたバケツに水を汲

みいれるようなものです”会員減少の根本原因、つまり会員の積極的な参加が得られていないこと。会員の

年齢層の上昇に対処していかなければならないと思います。若い人材はもとより応援しローターアクトの存

在を重視しなければ将来性がないと思います。 
RIが目指す方向性と大阪難波R.C.の目指す方向性は多少違いが出てきてる様に思いますが、難波は難波で

今までの歴史がある中で、独自のクラブモデルを作ることがいいのではないでしょうか。 
私が入会してから14年が経ちますが、実際に46名から59名と会員が増えている訳ですから、個々のクラ

ブの特徴を活かして個性のあるクラブの集まりが1つの地区を作り大きくなっていくことの方がよいのでは

ないでしょうか。 
 上半期が終わり、さあ これから下半期を頑張ろうと思っていたはずが、初めての出来事とは言え、無力

さ無能さを痛感致しました。申し訳ございませんでした。この時期新型コロナがはびこっている状況でのロ

ータリークラブの活動・運営・ロータリアンとしての立場・日本国民の１人としての立場、どのように行動

するか新型コロナに対してかなり影響を受けている業種、若干の影響しか受けていない業種、この違いは大

変大きく思います。立場の違いで考え方も変わるように思います。10年前の東北大震災の時も、地域の違

い・業種の違いで受け止め方も違っていたことを思い出します。 
今期1/4の例会や奉仕活動が中止となり、大変な1年でしたが幹事を受けていただいた立花会員・友好委員

長の米澤会員には特にご協力いただきこの場をお借りして感謝申し上げます。そしてご迷惑をおかけしてす

いませんでした。 
来期の川口会長・福田幹事はじめ理事・役員の方々、未だ新型コロナウイルスの影響は多少残るとは思いま

すが1/4は職務を果たせていないので、その分来期出来る限りご協力をさせていただこうと思っておりま

す。スローガン“全体野球”を掲げやってきましたが、あっという間に1年が過ぎました。１年間ありがと

うございました。たかが一料理人に素敵な時間を過ごさせていただきました。又６０歳という還暦の年に人

生の心に残る１年をいただきありがとうございました。来期からも一会員として皆様よろしくお願いしま

す。なにかにぶち当たらないと自分自身がわかっていなかったことがわかりました。本当にありがとうござ

いました。以上で私の退任の挨拶とさせていただきます。 
   

 

 



幹事退任ご挨拶 

                     幹事 立花英司 
 
今年度、大阪難波ロータリークラブの幹事を努めさせて頂きました立花でございます。 

はじめに西野会長をはじめ、理事、役員、各委員長、クラブ会員の皆様、事務局の安部

様、1年間大変お世話になり有難うございました。 
就任当初は、諸先輩方から幹事の役割について、教えていただきましたが、実際に始まると、自分では判断が

つかない事だらけで、会員の皆様には、ご迷惑をお掛けした事をお詫び申し上げます。 
 今年度は、西野会長が揚げられた、①楽しい例会作り ②奉仕活動の充実 ③会員増強と退会防止 ④会員

皆様との親睦。この４つの指針を実行する為に、各関係者の会員の方と進めて参りました。 
１つ目の「楽しい例会作り」につきましては、会長報告の中で、西野会長の職業をいかされた旬の食材紹介を

毎週聞かせていただき、「食」というものに対して、今までとは違う目で見るようになったように感じます。

特に鱧の産地について淡路産よりも韓国産の方が高級で美味しいという私の常識を覆すものであったことが印

象に残っています。卓話では月間卓話をはじめ、自己紹介など様々な卓話をして頂きました。また、11月に

はガバナー公式訪問があり、四宮ガバナーが仰っていた「常に相手の目線に立ち、ロータリー活動をする相手

に寄り添い、奉仕の喜び、新しい友人ができた喜びを分かち合うこと」というお言葉が印象に残っています。 
二つ目の「奉仕活動の充実」につきましては、社会奉仕、青少年奉仕で「高津小学校子ども文楽学習発表会」

に参加させていただき、子どもたちが一生懸命演じる伝統芸能を目の当たりにして古来からの伝統は守り続け

ていく必要があると感じた次第でございます。また職業奉仕クラブフォーラムで池田市にあるカップヌードル

ミュージアムへ見学に行かせていただきました。施設にはチキンラーメンやカップヌードルを開発された日清

食品の創業者である安藤百福様の開発にかける思いや、製法と改良の歴史などが再現されておりました。ま

た、オリジナルのカップラーメンを作る体験もでき、懇親会場に戻ってからもバズセッションを行い、例会で

の卓話と合わせて職業奉仕について理解を深めることができたと思っております。 
また、2月にはフィリピン・セブ島の小学校３校に地区補助金を活用した人道的国際奉仕活動が行われまし

た。こちらについては、私自身は参加できなかったのですが、松田国際奉仕委員長をはじめ6名の会員の皆様

にご足労おかけいたしましたことを誠に感謝申し上げます。 
三つ目の「会員増強と退会防止」につきましては、今年度は、4名の新しい会員の方が入会され、退会者は2
名で今期は純増３名の目標を掲げておりましたが、残念ながら目標を達成することはできませんでした。 
四つ目の「会員皆様との親睦」につきましては、10月の秋の家族会 in USJで会員の皆様、ご家族の皆様な

どを含め総勢136名にご参加いただきました。同会においては、お食事、ご歓談を共にした後、ユニバーサ

ル・パーティー・ザ・サウンドショーが始まり、数々のヒットソングやノリのいい音楽とダンスで参加者全員

が大いに盛り上がったように感じております。引き続き11月には「秋のミカン狩り」を開催させていただき

総勢55名の多くの方にご参加していただき、バスは満席の大賑わいで秋の晴天の下ミカン狩りを楽しみ、神

通温泉にてぼたん鍋と温泉でゆっくりさせていただきました。12月には「クリスマス家族会」を例年通り開

催いたしました。本年度は冬休み期間中の12月26日とし、小学生や小さなお子様たちも参加して頂きやすい

日程とし、こちらのほうも総勢106名の方にご参加していただき、親睦を図れたように思います。 
この四つの指針を実行するために、皆様のご協力のもと活動させていただいておりましたが、３月に入ってか

らは新型コロナウイルスが流行し、３カ月の例会休会を余儀なくされる状況になり、ほとんどの奉仕活動や行

事を中止する事態となりました。この新型コロナウイルスの影響から、私自身、自分の力なさを痛感した次第

でございます。しかし、このような状況下においても６月からは無事例会を再開させて頂き、IM４組特別プ

ロジェクトであります「友愛」のマスク寄贈事業では地区からマスク2000枚とマスクガード100枚の配布に

加え、当クラブからはマスク1000枚を大阪府社会福祉協会へ、昨日寄贈させていただきました。しかしなが

ら、現在も新型コロナウイルスの脅威は衰えることを知らず、流行第二波が懸念される状況であります。今後

も会員皆様が大事に至ることなく、ロータリークラブの奉仕活動や行事を継続できますことを心より願ってお

ります。 
結びとしまして一年間に渡り、大阪難波ロータリークラブの幹事として皆様には大変お世話になりました。未

熟な点や、至らぬ点が多々あったと思いますが、西野会長はじめ、理事、役員の方々のご協力を賜りましてこ

うして何とか、幹事の任期を満了することができました。これも皆様からの温かなご協力のお陰だと実感して

おります。 
 会員の皆様には、満足のいく幹事では無かったとは思いますが、私自身、大変貴重な経験をさせて頂いたこ

とに感謝致しますと共に、重ねてここに深く御礼申し上げます。 
 後になりましたが、川口次期会長、福田次期幹事をはじめとする、次年度大阪難波ロータリークラブの

益々の発展を祈念申し上げ、私の退任の挨拶とさせて頂きます。 
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